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第五次多賀城市総合計画 

実施計画事業一覧表 抜粋 
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令和 2 年 1 月 28 日（火） 多賀城市総合教育会議 

市長公室 

 



令和2年度に取り組む主な事務事業（実施計画事業）一覧表

政策２　元気で健やかに暮らせるまち

30 02 02 03 １歳児育児体験事業

対象者(1歳児とその保護者)に個別通知し、乳児から幼児の移行期で
ある1歳児の身体･精神発達の促進を目的とした体験型の集団指導を
実施

◆主な経費
・会計年度任用職員報酬　472千円
・心理相談等業務委託料　192千円

31 02 02 03
子育て世代包括支援セン
ター母子健康包括支援事業

①妊産婦及び乳幼児等の実情を把握
②妊娠･出産･育児に関する各種の相談及び必要な情報提供･助言･保
健指導の実施
③支援プランの策定
④保健医療、福祉等の関係機関との連絡調整

◆主な経費
・会計年度任用職員報酬　4,353千円

33 02 03 01 公立保育所運営管理事業

・公立保育所3か所の運営(令和元年10月から幼児教育･保育無償化対
応)
・公立保育所再編計画に基いた基幹保育所の運営(志引保育所･桜木
保育所)
・給食業務を民間事業者への業務委託により実施

◆主な経費
・保育士報酬(30時間)　61,668千円
・給食業務委託料　　　43,956千円

35 02 03 01 施設型給付費等支給事業

・施設型給付費等の支給
・施設等利用費(3歳以上児及び3歳未満児非課税世帯無償化対応費
用)の支給

◆主な経費
・施設型給付費　　　　　　　　　1,461,056千円
・地域型給付費　  　　　　　　　　288,096千円
・施設等利用費(認可外保育施設等)   13,104千円

36 02 03 01
教育・保育施設等整備推進
事業

・認可保育所の施設整備(改築)への補助
・認可保育所の施設整備(創設)への補助
・認可保育所の認定こども園移行に伴う施設整備(増改築)への補助

◆主な経費
・多賀城市保育所等整備交付金　592,683千円

37 02 03 01 保育士宿舎借上げ支援事業

私立教育･保育施設等が保育士のために宿舎を借り上げる費用に対し
て補助金を交付

◆主な経費
・保育士宿舎借上げ支援事業費補助金　7,920千円

整
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事務事業名 事業内容等
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予算額

款 項 目 （単位：千円） 所属部 所属課

一般 04 01 01 945 対象

■特定財源
・少子化対策支援市町村交付金　県1/2　414千円
・各種教室等参加料　                 117千円

保健福祉部 健康課

一般 04 01 01 8,015 対象

■特定財源
・子ども･子育て支援交付金　国1/3、県1/3
                                 　5,342千円

保健福祉部 健康課

一般 03 02 02 184,663 対象 対象

■主な特定財源
・公立保育所保育料(滞納繰越分含む)
                                 　8,990千円
・保育所入所児童給食費徴収金(滞納繰越分含む)
8,301千円
・延長保育事業利用者負担金(滞納繰越分含む)
　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,009千円

保健福祉部 保育課

一般 03 02 02 1,769,036 対象

■主な特定財源
・施設型給付費等負担金、地域型保育給付費等負
担金　3歳以上国1/2、県1/4、満3歳未満国
55.2/100、県22.4/100 　      　1,195,138千円
※認定こども園は地方単独負担分があり負担割合
が異なる
・私立保育所入所児童保護者負担金(滞納繰越分
含む） 　                        138,750千円
・施設等利用費負担金　国1/2、県1/4
          　                      14,913千円

保健福祉部 保育課

一般 03 02 02 593,269 対象

■特定財源
・保育所等整備交付金　補助基準額に対して国
2/3、市1/12、事業者1/4         　477,280千円
・認定こども園施設整備交付金　補助基準額に対
して国1/2、市1/4、事業者1/4　     36,500千円

保健福祉部 保育課

一般 03 02 02 7,920 対象

■特定財源
・保育対策総合支援事業費補助金　国1/2、市1/2
　　　　　　　　　　　　　　　　 　3,960千円 保健福祉部 保育課

担当部署

会計

予算科目
復興
計画

総合
戦略

備考

-2-



令和2年度に取り組む主な事務事業（実施計画事業）一覧表

整
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事務事業名 事業内容等

38 02 03 02 放課後児童健全育成事業

・市内6小学校区18か所に設置している放課後児童クラブの運営(指
定管理者による児童館･児童センターとの一体的な運営を実施)
・山王小学校第4放課後児童クラブ(18か所目)を開設

◆主な経費
・放課後児童クラブ指定管理業務委託料　121,583千円

39 02 03 02
子育てサポートセンター運
営管理事業

・地域子育て支援拠点事業
・利用者支援事業
・一時預かり事業
・子育て世代包括支援センター事業
・子育て支援情報の発信

◆主な経費
・子育てサポートセンター運営業務委託料　34,525千円

40 02 03 02
子育て世代包括支援セン
ター推進事業

・｢子育てガイドブック｣の作成
・支援者向け講座の開催

◆主な経費
・子育てガイドブック印刷製本費　435千円

41 02 03 03 家庭相談事業

・家庭相談
・要保護児童対策地域協議会の活動
・DV予防啓発講座開催(年2回)
・虐待防止・対応マニュアル及び要対協運営マニュアルの見直し
・スーパーバイザーによる困難ケースに対する初期対応や援助方針
の助言

◆主な経費
・家庭児童相談員報酬　        7,412千円
・スーパーバイズ事業業務委託料　100千円

政策３　歴史・文化を継承し豊かな心を育むまち

45 03 01 01 学校支援地域本部事業

市内全ての中学校区(多賀城中学校区、第二中学校区、東豊中学校
区、高崎中学校区)において、学校･家庭･地域が連携して協働教育推
進の取組みとして次の内容を実施
　・地域住民が主体となった組織づくりの支援
　・地域コーディネーターの活動支援　など

◆主な経費
・地域コーディネーター活動謝金　440千円

46 03 01 01
防災キャンプによる地域教
育力向上事業

夏季休業期間等を利用し、大代地区公民館、山王地区公民館及び中
央公民館を会場として防災キャンプ(サバイバル飯作り、防災･減災
ワークショップ等)に関するワークショップ)の実施

◆主な経費
・防災キャンプ業務委託料　200千円
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予算額

款 項 目 （単位：千円） 所属部 所属課

担当部署

会計

予算科目
復興
計画

総合
戦略

備考

一般 03 02 06 127,984 対象

■特定財源
・子ども･子育て支援交付金　国1/3 県1/3
　　　　　　　　　　　　   　　 　65,230千円
・放課後児童クラブ使用料(滞納繰越分含む)
　　　　　　　　　　　　 　　　　 30,075千円

保健福祉部
子育て支援
課

一般 03 02 01 42,366 対象 対象

■特定財源
・子ども･子育て支援交付金　国1/3 県1/3
                                　15,980千円
・登録料、一時預かり使用料、各種講座等参加料
                                 　2,792千円 保健福祉部

子育て支援
課

一般 03 02 01 506 対象

■特定財源
・子ども･子育て支援交付金　国1/3、県1/3
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　336千円 保健福祉部

子育て支援
課

一般 03 02 01 10,829 対象 対象

■特定財源
・子ども･子育て支援交付金　国1/3、県1/3
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　292千円
・児童虐待･DV対策等総合支援事業費補助金　国
1/2　　　　　　　　　　　　  　　　4,997千円

保健福祉部
子育て支援
課

一般 10 04 02 763 対象

■特定財源
・地域学校協働活動推進事業費補助金 県10/10
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　763千円

教育委員会 生涯学習課

一般 10 04 01 500 対象 対象

■特定財源
・東日本大震災復興基金繰入金　       500千円

教育委員会 生涯学習課
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令和2年度に取り組む主な事務事業（実施計画事業）一覧表

整
理
番
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本
事
業

事務事業名 事業内容等

47 03 01 02 放課後子ども教室推進事業

・行政と地域と学校の三者連携･協働
・放課後に子どもたちが安全な環境のもとで学習やスポーツ、様々
な体験活動を行えるよう、地域の方々の参画を得ての放課後子ども
教室の実施

◆主な経費
・事業等講師謝金　8,036千円

48 03 01 99
施設等利用費支給事業(幼
稚園)

私立幼稚園に通園している園児及びその保護者に対して、施設等利
用費(幼稚園入園料、保育料、預かり保育料)を支給

◆主な経費
・施設等利用費　353,148千円

49 03 02 02
特別支援教育支援事業［小
学校］

在籍者数が多い特別支援学級に、特別支援教育支援員を配置

◆主な経費
・会計年度任用職員報酬　24,518千円

50 03 02 02
特別支援教育支援事業［中
学校］

在籍者数が多い特別支援学級に、特別支援教育支援員を配置

◆主な経費
・会計年度任用職員報酬　9,081千円

51 03 02 02 小学校理科支援事業

市立小学校全校に理科支援員(理科の教員免許を有する者等)を1人ず
つ配置

◆主な経費
・会計年度任用職員報酬　2,659千円

52 03 02 02 多賀城学習個別支援事業

市立小学校全校に、学習指導支援員(教員経験者等教員免許を有する
者)を1人ずつ配置

◆主な経費
・会計年度任用職員報酬　5,909千円

53 03 02 02 自主学習支援事業

①夏季及び冬季休業期間における多賀城スコーレの実施と充実
②教師対象研修会の実施
③学習の手引きの活用
④家庭教育講演会の実施

◆主な経費
・多賀城スコーレ バス借上料　253千円

54 03 02 02
多賀城市・太宰府市中学生
交流事業

歴史的な関わりのある友好都市｢太宰府市｣を中学生が訪問
①事前に本市及び太宰府市の歴史や文化について学習
②本市及び太宰府市の郷土について理解と関心を深め、友情を育む
ため、中学生同士が交流
③本事業を通して学んだことを各学校ごとに、全校生徒へ報告

◆主な経費
・太宰府市訪問旅費　1,935千円

55 03 02 02 部活動指導員事業

各中学校に部活動指導員を1人ずつ配置

◆主な経費
・部活動指導員報酬　1,344千円

-5-



予算額

款 項 目 （単位：千円） 所属部 所属課

担当部署

会計

予算科目
復興
計画

総合
戦略

備考

一般 10 04 02 8,552 対象

■特定財源
・地域学校協働活動推進事業費補助金　県10/10
                                 　8,552千円

教育委員会 生涯学習課

一般 10 01 02 353,148

■特定財源
・施設等利用費負担金　国1/2、県1/4
                               　264,861千円 保健福祉部 保育課

一般 10 02 01 30,039 対象 教育委員会 学校教育課

一般 10 03 01 11,131 対象 教育委員会 学校教育課

一般 10 02 01 3,029 対象

■特定財源
・理科教育設備整備費等補助金　対象経費に対し
て国1/3                            　584千円 教育委員会 学校教育課

一般 10 02 01 7,188 対象 教育委員会 学校教育課

一般 10 01 02 849 対象

■特定財源
・学び支援コーディネーター等配置事業委託金
県10/10　                            849千円

教育委員会 学校教育課

一般 10 03 02 2,170

■特定財源
・ふるさと多賀城応援基金繰入金　   2,170千円

教育委員会 学校教育課

一般 10 03 02 1,589

■特定財源
・教育支援体制整備事業費補助金(部活動指導員
配置促進事業)　国1/3、県1/3      　1,056千円 教育委員会 学校教育課

-6-



令和2年度に取り組む主な事務事業（実施計画事業）一覧表

整
理
番
号

政
策

施
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基
本
事
業

事務事業名 事業内容等

56 03 02 03 学校給食調理事業

・専門業者に外部委託によるセンター方式での給食調理の実施
・給食用食器等、給食用備品の購入

◆主な経費
・調理等業務委託料　                 85,800千円
・食材発注業務委託料　              251,102千円
・給食用備品(食缶、バット等)購入費　  1,745千円

57 03 02 03 設備、器具等維持管理事業

・給食調理の設備･器具等は、調理業務受託者の日常点検と専門業者
に保守点検を委託し、速やかに修繕を実施
・平成28年度に改定した｢設備等更新計画｣に基づく設備等の修繕･更
新を見直しながら実施

◆主な経費
・厨房設備修繕(連続フライヤー等)　             12,524千円
・空調設備修繕(排風機・中性能フィルター等)　    3,550千円
・蒸気設備修繕(減圧弁装置・炭酸ガス中和装置等)　3,150千円
・除害設備修繕(ばっきブロワ送風機等)          　3,524千円

58 03 02 03
学校給食放射性物質測定検
査事業

・検査の実施:消費者庁から貸与された放射性物質測定機器を検査機
関に設置し、測定検査業務を委託
・検査の公表:広報多賀城、市ホームページ等で公表

◆主な経費
・放射性物質検査機器点検    　321千円
・学校給食放射性物質測定業務　690千円

59 03 02 04
スクールカウンセラー活用
調査研究事業

市立小中学校10校にスクールカウンセラーを配置し、何でも気軽に
話せる環境を整備

◆主な経費
・電話料　216千円

60 03 02 04
スクールソーシャルワー
カー活用事業

教育委員会にスクールソーシャルワーカー(社会福祉士や精神保健福
祉士の資格等を有する者)を配置し、要請に基づき市立小中学校に派
遣

◆主な経費
・スクールソーシャルワーカー報酬　4,500千円

61 03 02 04
学校適応アセスメント検査
事業

年2回(6月･11月)、hyper-QUを実施し、その結果をよりよい学級集団
づくり、不登校、いじめの防止等に活用

◆主な経費
 ・学校適応アセスメント検査委託料　4,576千円

62 03 02 04
子どもの心のケアハウス運
営事業

宮城県の補助金を活用して｢子どものケアハウス｣を設置し、不登校･
いじめ･心のケア等に関する支援を実施

◆主な経費
・会計年度任用職員報酬　6,537千円
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予算額

款 項 目 （単位：千円） 所属部 所属課

担当部署

会計

予算科目
復興
計画

総合
戦略

備考

一般 10 05 02 408,351 対象

■特定財源
・学校給食費徴収金             　242,238千円
・電気等使用者実費徴収金　            32千円
・ふるさと多賀城応援基金繰入金　   2,372千円 教育委員会

学校給食セ
ンター

一般 10 05 02 25,178 対象 教育委員会
学校給食セ
ンター

一般 10 05 02 1,011 対象 対象 教育委員会
学校給食セ
ンター

一般 10 03 01 233 対象 対象 教育委員会 学校教育課

一般 10 03 01 5,119 対象 対象

■特定財源
・県スクールソーシャルワーカー活用事業委託金
県10/10　                          5,119千円

教育委員会 学校教育課

一般 10 01 02 4,633 対象 対象

■特定財源
・東日本大震災復興基金繰入金　     4,633千円

教育委員会 学校教育課

一般 10 01 02 13,041 対象

■特定財源
・みやぎ子どもの心のケアハウス運営支援事業費
補助金　県10/10(維持管理費のみ　2/3以内)
                                　12,852千円

教育委員会 学校教育課
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令和2年度に取り組む主な事務事業（実施計画事業）一覧表

整
理
番
号

政
策

施
策

基
本
事
業

事務事業名 事業内容等

63 03 02 05 小学校環境整備事業

・小学校施設長寿命化計画策定
・AEDの更新
・多賀城小学校のエレベータ改修工事

◆主な経費
・多賀城小学校エレベータ改修工事請負費　4,500千円
・小学校施設長寿命化計画策定業務委託　　6,772千円
・AED更新費　　　　　　　 　　　　　　　　340千円

64 03 02 05 中学校環境整備事業

・中学校施設長寿命化計画策定
・AEDの更新

◆主な経費
・中学校施設長寿命化計画策定業務委託　4,515千円
・AED更新費　　　　　　　 　　　　　　1,360千円

65 03 02 99 学校給食費管理事業

現年度分学校給食費徴収及び未納に対する適切な滞納整理の実施

◆主な経費
 ・振替手数料　581千円

66 03 03 04 文化センター管理運営事業

指定管理者制度を導入し、民間企業が有するネットワークやノウハ
ウを活用し、芸術文化の振興と施設の適切な維持管理を実施

◆主な経費
・文化センター指定管理料　              121,180千円
・文化センター催物案内掲示板撤去･修繕料   　440千円

67 03 03 04 文化センター改修事業

舞台設備及び機械設備の修繕
・大･小ホール緞帳落下防止金具取付
・小ホールマニラロープ･ロープロック交換
・蓄電池設備交換
・大･小ホール舞台照明設備改修(平成31年度繰越事業)

◆主な経費
・舞台設備修繕料　9,273千円
・機械設備修繕料　3,806千円

68 03 03 05 市立図書館管理運営事業

指定管理者制度の導入により、民間企業が有するネットワークやノ
ウハウを活用し、読書活動の推進と施設の適切な維持管理を実施

◆主な経費
・市立図書館指定管理料　278,087千円
・共益費負担金         　30,930千円

69 03 04 01
東京２０２０オリンピッ
ク・パラリンピック関連事
業

[聖火リレー]
　令和2年3月26日に福島県をスタートし、同年7月24日の東京都を目
指して、全国47都道府県を聖火ランナーが走行
[ホストタウン]
　キューバ共和国の野球代表チーム等と地域住民とのスポーツ･文化
交流を実施

◆主な経費
・会計年度任用職員報酬              1,667千円
・キューバ交流事業実行委員会負担金　2,579千円
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予算額

款 項 目 （単位：千円） 所属部 所属課

担当部署

会計

予算科目
復興
計画

総合
戦略

備考

一般 10 02 01 11,662

■特定財源
・学校施設環境改善交付金　国1/3　  1,575千円
・学校環境整備事業債　充当率90％　 2,600千円

教育委員会 教育総務課

一般 10 03 01 5,875 対象 教育委員会 教育総務課

一般 10 01 02 1,099

■特定財源
・学校給食費徴収金過年度分         　110千円 教育委員会 学校教育課

一般 10 04 08 122,136 対象

■特定財源
・文化センター用地使用料             　1千円

教育委員会 生涯学習課

一般 10 04 08 13,079 教育委員会 生涯学習課

一般 10 04 06 309,407 対象 対象 教育委員会 生涯学習課

一般 10 05 01 7,041

■特定財源
・東日本大震災復興基金繰入金     　5,777千円

教育委員会 生涯学習課
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令和2年度に取り組む主な事務事業（実施計画事業）一覧表

整
理
番
号

政
策

施
策

基
本
事
業

事務事業名 事業内容等

70 03 04 02
多賀城市社会体育施設等管
理運営事業

指定管理者制度を導入し、市民団体の有するネットワークや技術を
活用し、スポーツの振興と施設の適切な維持管理を実施

◆主な経費
・社会体育施設等指定管理料              　116,334千円
・市民テニスコート周辺樹木管理業務委託料　     77千円

71 03 04 02
多賀城市総合体育館改修事
業

平成31年度繰越事業
小ホール、柔剣道場、子ども遊戯室、2階集会室、事務室系統のエア
コン改修工事

72 03 04 02
多賀城市市民テニスコート
改修事業

市民テニスコートの夜間照明灯の更新工事実施

◆主な経費
・テニスコート照明灯具更新工事請負費　26,620千円

73 03 05 01
埋蔵文化財緊急調査事業
（復興交付金）

震災復興事業に伴う発掘調査
埋蔵文化財の適切な記録保存

調査予定面積
　個人住宅等確認調査　 60㎡×4件
　道路工事確認調査　　110㎡×1件

発掘調査報告書刊行
　過年度調査分　67件

◆主な経費
・会計年度任用職員報酬　10,167千円
　(発掘作業員報酬･遺物整理員報酬)
・機械借上料　　　　　　 5,904千円

74 03 05 01
埋蔵文化財調査受託事業
（大区画ほ場整備促進事
業）

大区画ほ場整備事業に伴う発掘調査
埋蔵文化財の適切な記録保存

　山王遺跡:約1,620㎡

◆主な経費
・会計年度任用職員報酬　　41,948千円
　(発掘作業員報酬・遺物整理員報酬)
・測量支援業務委託料　  　23,320千円
・出土資料整理業務委託料　13,935千円

75 03 05 02
特別史跡多賀城跡復元整備
事業

南門等復元に向け工事に着手し、関連事業との調整等を実施
・多賀城南門等復元整備検討委員会議を開催
・多賀城南門等復元工事
・多賀城南門等復元工事監理業務

◆主な経費
・監理業務委託料　　7,748千円
・工事請負費　　　352,444千円
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予算額

款 項 目 （単位：千円） 所属部 所属課

担当部署

会計

予算科目
復興
計画

総合
戦略

備考

一般 10 05 01 116,697

■特定財源
・体育施設用地使用料　               133千円

教育委員会 生涯学習課

一般 10 05 01 0 教育委員会 生涯学習課

一般 10 05 01 26,650 教育委員会 生涯学習課

一般 10 04 09 31,411 対象

■特定財源
【東日本大震災復興交付金(第4回)　国3/4】
・東日本大震災復興交付金事業基金繰入金
                                　23,558千円

教育委員会
埋蔵文化財
調査セン
ター

一般 10 04 09 121,970 対象

■特定財源
・埋蔵文化財発掘調査受託　       121,970千円

教育委員会
埋蔵文化財
調査セン
ター

一般 10 04 04 58,000 対象 対象

■特定財源
・歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業　国
1/2　　　　　　　  　　　　　　 　29,000千円
・文化財整備活用事業債　充当率90%
                                　26,100千円
・史跡のまち基金繰入金           　2,900千円

教育委員会 文化財課
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令和2年度に取り組む主な事務事業（実施計画事業）一覧表

整
理
番
号

政
策

施
策

基
本
事
業

事務事業名 事業内容等

76 03 05 03
埋蔵文化財調査センター改
修事業

改修工事
・3階研究室・第2整理室等の改修
(研究室と第2整理室の配置換及びOAフロア化、更衣室の設置等)
・3階収蔵展示室の内装の改修(床改修等)
・改修に伴う電気設備改修工事(照明等改修)
・改修に伴う機械設備改修工事(空調等改修)

◆主な経費
・工事請負費　99,853千円

政策６　心がかよう地域の絆を育むまち

93 06 02 99
市民文化創造・交流プロ
ジェクト推進事業

・市民文化創造事業:多賀城オリジナルの文化プログラム(文化芸術
事業群)を開催
・市民文化交流事業:文化交流イベントを開催
・創造都市間の交流:他の創造都市との相互交流や情報交換

◆主な経費
・市民文化創造・交流プロジェクト推進事業委託料　11,432千円

政策７　理解と信頼で進める自律したまち

95 07 03 01 総合計画策定事業

第五次多賀城市総合計画(計画期間:平成23年度～令和2年度)が計画
期間満了となることから、次期計画となる｢第六次多賀城市総合計
画｣を策定するもの

◆主な経費
・総合計画審議会委員報酬　　　　　　　741千円
・総合計画冊子印刷製本費 　　　　 　1.546千円
・総合計画策定に係る支援業務委託料　2,200千円
・市民フォーラム事業運営業務委託料　1,760千円

97 07 03 99
歴史都市多賀城付加価値創
出事業

多賀城固有の歴史文化資源に、様々なジャンルのアートを掛け合わ
せることで、新たな価値を創出
・アートフェスタ事業
・光のインスタレーション

◆主な経費
・光のインスタレーション事業運営委託料　3,000千円
・アートフェスタ事業運営委託料　        4,920千円

98 07 03 99
多賀城創建1300年記念関連
事業

・事業推進体制を官民連携のもと構築
・主催としての実行委員会の組織化
・プログラムディレクター、芸術監督等の選任
・全体計画の立案、資金計画の策定
・市民参画の促し、意識啓発
・キャッチフレーズ、ロゴマークの制作
・PRグッズ制作

◆主な経費
・多賀城創建1300年記念関連事業アドバイザー等業務委託料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,000千円
・多賀城創建1300年記念関連事業プロモーション業務委託料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,000千円
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予算額

款 項 目 （単位：千円） 所属部 所属課

担当部署

会計

予算科目
復興
計画

総合
戦略

備考

一般 10 04 09 100,000 対象

■特定財源
・地域の特色ある埋蔵文化財活用事業　国1/2
                                　50,000千円
・文化財整備活用事業債　充当率90%
                                　45,000千円 教育委員会

埋蔵文化財
調査セン
ター

一般 02 01 08 12,573 対象 対象

■特定財源
・市町村振興総合補助金　県1/2    　1,100千円
・東日本大震災復興基金繰入金     　7,400千円
・文化事業参加料　                 2,500千円
・芸術文化活動助成金　             1,000千円

市長公室 市長公室

一般 02 01 08 11,610

■特定財源
・シンポジウム助成金　　           3,000千円

市長公室 市長公室

一般 02 1 08 8,000 対象 対象

■特定財源
・市町村振興総合補助金　県1/2　    2,500千円
・東日本大震災復興基金繰入金　     4,000千円

市長公室 市長公室

一般 02 01 08 5,495 対象

■特定財源
・ふるさと多賀城応援基金繰入金　   5,495千円

市長公室 市長公室
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